
ECC NAVI
ECC  Kokusai   Co l lege  o f   Fore ign  Languages

たった一年で
ここまで成長できた

！

～就職サポート特集～

VOL.045
目指せるシゴト・広がる
未来が見つかるマガジン

ホテルコース　野々村 皐さん

エアラインコース　古野 春妃さん　冨髙 愛夏さん

スカイマーク
キャビンアテンダント内定！！

パークハイアット東京
森ビルホスピタリティコーポレーション
内定！！
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〒530-0015　大阪市北区中崎西2-1-6
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地下鉄谷町線「中崎町駅」4号出口・・・・・徒歩
地下鉄御堂筋線「梅田駅」6号出口・・・・・徒歩
阪急「梅田駅」3階改札口・・・・・・・・・・・・・・・徒歩
阪神「梅田駅」東改札口・・・・・・・・・・・・・・・・徒歩
JR「大阪駅」御堂筋口・・・・・・・・・・・・・・・・・・徒歩
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アーティスト
美容専門学校

ECC
コンピュータ
専門学校

ECC国際外語
専門学校

グラン
フロント
大阪

JR・阪急・阪神・地下鉄・
高速バスなど、どの駅からも
ECC国際外語まで歩いて
10分以内で行けるよ！

キャンパスは
最高の立地、
大阪梅田!!オープン

キャンパスの
帰りに寄り道も
いいね！

〒530-0015　大阪市北区中崎西2-1-6
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★…14:00～15：30 
★…16:30～18：00

● AO入学の受験資格が得られる！
● エントリーシートの書き方を相談できる！
● 学費や奨学金などについてよく分かる！
● AO入学と他の入学形態の違いが分かる！
● 短時間で希望のコースの詳細を
確認できる！

?
夢に向かって一歩リードできる
AO入学の「   」を解消！
夢に向かって一歩リードできる
AO入学の「   」を解消！

オープンキャンパスに参加
済みの方は、この説明会に
参加しなくてもAO入学エン
トリーができます。

お申込みは
スマートフォンから！
右のQRコードを読み込んでお申込みください。

オープン
キャンパス
11：00～16：30

参加費無料・
ランチつき

保護者相談
コーナーあ

り

フリーダイヤル
（通話料無料）
【受付時間】平日/10：00～19：00

土曜/10：00～18：00

【フリーダイヤルでも受付中】
定員制なので、
ご予約は今すぐ！

開催日時によって分野・コースが異なります。詳しくはWebサイトでご確認ください。

8/11 土・祝 8/19 日

7/28日7/14 7/22土 土

日8/26
9/ 9 日 9/22 土

1～3

Point

1
体験授業やランチタイムなど在校生と交流するチャンスがいっぱい。内定先や留学
経験などを書いたバッジを付けているので、興味のあることをどんどん聞いちゃおう！　

Point

3
留学・海外インターンシップに興味のある方のために、説明会を実施します。

Point

2
英語は好きだけどちょっと苦手…という方でも大丈夫！ネイティブ講師
が優しくリードします！

在校生とたくさん交流できる！

ネイティブ講師と英会話体験できる！

海外インターンシップの魅力がわかる！

Point

4
保護者の方からのご質問にも、丁寧にお答えします。費用のこと、詳しい教
育内容についてなど、この機会に、納得されるまでご確認ください。

保護者の参加も大歓迎！

Point

5
入学選考料＆授業料の一部免除、「AO入学」受験資格など、参加者にうれしい
特典をご用意。

来校特典もいっぱい！

初心者でも
大丈夫だよ！

ALLALLALLALLENGLISHENGLISHENGLISHENGLISH の空間！!の空間！!

お父さん、お母さん
も

ぜひ一緒に
来てくださいね！

参加者にうれしい   　の特典!!つつ55
11

22

※入学形態、イベント参加日程により免除額は異なります。※AO入学奨学金5万円給付、
選考料2万円免除※2018年4月入学生対象のイベントに参加した方の特典です。

入学選考料＆授業料 総額 　万円免除のチャンス7

「AO入学」の受験資格が
得られます

33 オリジナル
英語力UPペン
プレゼント！

学生寮に1泊2日無料宿泊
日帰り参加が困難な方に日帰り参加が困難な方に

44

交通費を一部補助
500円～12,000円

※高校生以上、本人限定、要予約。　
※遅刻、早退の場合、交通費は
支給されません。ご注意ください。

遠方からでも安心して
参加できます！

遠方からでも安心して
参加できます！

初心者でも安心の英会話

使える英語表現を
マスター！

総合英語・語学留学

日本語と英語で海外取引に挑戦！

潜入！
海外ビジネスの現場体験

国際ビジネス

韓国語

初心者でも安心！ 現地で使える！

楽しく韓国語会話に
チャレンジ！

韓国語

元キャビンアテンダント・
グランドスタッフ直伝！

空港カウンターGS
& 機内CA体験

エアライン

うた・ゲーム・工作で
こどもの心をキャッチ！
ＥＣＣ国際外語の
児童英語レッスン

保育士・幼稚園教諭・小学校教諭

トラベル

ツアコンイチオシの世界遺産や
注目観光スポットを巡る！
世界一周旅行
バーチャル体験

トラベル

ホテル

マナーやサービスの
心得を伝授！

一流フロント・
ベルスタッフ体験

ホテル

①オープニング・英語力UPのヒミツ
②業界・コース説明
③ランチタイム
④体験レッスン
⑤楽しい英会話レッスン
⑥入学について（募集要項説明）
⑦個別ガイダンス（保護者相談も同時に実施）

スタート11:00 （受付開始10:30）

おつかれさまでした16:30頃

当日のスケジュール

少人数で、外国人講師と
フリートークレッスン！在
校生も英語力UPのた
めに通うEIP（英語専用
教室）で使える英語が身
につく秘密を大公開!!

楽しい英会話レッスン

英会話初心者でも楽しく参加できる内容です♪

オススメポイント
5つの

が食べられる！

オープンキャンパスで

憧れのプロ体験！自分の適性をチェック！ 憧れのプロ体験！自分の適性をチェック！ 

エアライン★スペシャル
オープンキャンパス

ECC KCFL

高校1・2年生
限定

憧れだけで、終わらせない！ 夢をリアルな目標に変えられる特別な1日！！

8月5日（日）
AM11：00～16：30（受付開始10：30）

1日
限り！

参加無料・要予約
エアライン業界に興味のある方は、
ぜひお越しください！

当日の内容

ECC KCFL

AIRLINE COURSE

現役JAL&ANAグランドスタ
ッフ

お仕事インタビュー

アシアナヘアデビュー♪

エアライン面接見学会
キャビンアテンダントに

なりきり撮影会！

エアライン業界に必須！

英語力アップのヒミツを
大公開！！

キャビンアテンダントを
目指すなら大学？ 専門学校

？

つつ
55

の
特典!!付き
詳しくは右記参照

▲

つつ
55

の
特典!!付き
詳しくは下記参照 ▲

の特典!!付き
詳しくは右ページ

▲

33 44 55

当日の内容
Special program

海外インターンシップコース、カナダへ出発！
みなさん、こんにちは！留学コーディネーターの新谷です。

2018年5月10日、ついに海外インターンシップコースの学生達が、留学先のカナダ・バンクーバーに向けて出発しました。

海外インターンシップコースとは、語学留学のように海外で英語を学ぶのではなく、現地でのビジネススクール研修を経て、実際に

英語を使い企業で働く経験ができるコースです。卒業後は英語を使う仕事や海外勤務を目指すことができます。「英語は苦手…」

「得意じゃないから不安…」という方も、大丈夫！ECC国際外語では出発前の1年次に英語力の基礎を徹底的に身につけるため

の授業が充実。この日飛び立った23名の学生も、入学後1年間は一生懸命英語の勉強に

励みました。勉強をする習慣がなかった学生でも、一歩一歩地道に励み、TOEIC®スコアを

200点以上アップさせた人もいます。

ぜひこれを読んでいるあなたも、海外インターンシップで国際派進路を目指しませんか？

2018
5.10

ECC
KCFL ECC KCFLCampus News 留学コーディネーター

新谷 優貴子先生
●オーストラリアのマスコミ業界と留学ワーホリサポート会社勤務●ハイアット リージェンシー 大阪勤務

お申込みは
スマートフォンから！
定員制なので、
ご予約は今すぐ！

AO入学
ミニ説明会
体験レッスンはありません

参加費無料・
ドリンクつき

8/11 土・祝 8/19 日7/28 土ホテルコースは特別プログラム!
3日間
限定

当日は

メッセー
ジプレー

ト体験が

できちゃ
う！

当日は

メッセー
ジプレー

ト体験が

できちゃ
う！

0120-144-007

55

個別説明会も随時実施しています。（要予約）

英語を使って接客体験
ネイティブ講師を相手に、英語で接客体験♪また、現在海外でインターン
シップ中の在校生と中継予定。海外で働くことについて色々聞けるチャンス！

在校生とランチタイム
ホテル実習室で在校生がおもてなし！学校生活やアルバイト、就職活動など
について、気になることを聞いちゃおう！

一流ホテルで働く卒業生紹介
ECC国際外語を卒業し、一流ホテルで活躍している卒業生の様子をご紹
介。仕事内容や様々なエピソードを聞いて、将来の自分を想像しよう！

レストランのお仕事をプチ体験
デザートの盛り付けやチョコプレートを使った飾り付けなど、料飲部門のお仕
事を体験！在校生がサポートします！

※上記はエアライン専攻の実施例。プログラムの内容は2017年度例であり、今後変更される場合があります。 ※費用・行き先・留学期間は社会情勢等の変化により変更になる可能性があります。
※現地校の入学試験に不合格の場合、また英語力・授業の出席率・心身の状態など、本コースの留学要件を1年次に満たせない場合は、留学プログラムに参加できない場合もあります。

専門スキルと
英語力を身につける

就職指導・就職活動 専門スキルと英語力を
さらにブラッシュアップ

■ 海外インターンシップコースの流れ

1年次 3年次2年次

ニュージーランド

カナダ or 2年次の授業を履修

就職活動

ビジネス
トレーニング・
英語研修

海外
インターン
シップ （カナダ1～3月 ニュージーランド2～3月）

ホテル業界に興味のある方は
ぜひお越しください！！

※一部プログラムが変更になる場合があります。



　　 国際外語の就職サポートで、こんなに大変身できる!

指先まで意識を
持つことが大切！

私たち
がご紹介！ 私たち

がご紹介！

後れ毛は

NG！

キャビンアテンダント

スカイマーク
グランドスタッフ

JALスカイ大阪
ドリームスカイ名古屋

内定獲
得！！

キャビンアテンダント

スカイマーク
グランドスタッフ

JALスカイ大阪
ANA関西空港

内定獲
得！！

書類審査&筆記試験 突破力 書類審査&筆記試験
突破力

最近の出題傾向を分析した結果を
もとに、集中対策を行います。

SPI・一般常識試験
（筆記試験）対策 古野さんの取得資格

アマデウスシステム検定SPECIALIST／サービス接遇実務検定準1級
／マナー・プロトコル検定3級／普通救命講習修了／TOEIC®685点
冨髙さんの取得資格
TOPIK1級／アマデウスシステム検定SPECIALIST／サービ
ス接遇実務検定準1級／マナー・プロトコル検定3級／
Word文書処理技能認定試験3級／普通救命講習修了／
実用英語技能検定2級／TOEIC®570点

資格を取るための授業も充実!!

第一印象 外見力 第一印象 外見力面接試験 対応力STEP1 STEP1 STEP2 STEP3STEP2 STEP3

授業では、メイクが薄いと元気がないように見えると教えていただいたので、
目元・口元の印象が強くなるように、メリハリのある濃いめのメイクを心がけ
ました。（冨髙さん）

何百人、何千人の応募者の中から
好印象で抜き出るために！

就職活動中、就職後も役立つ第一印象パワーアップ術！
企業との最初の接点となる書類作成を内定レベルに達するまで添削指導！

靴のヒールの高さは、脚のラ
インが最も美しく見える5～
7cmのものを選んでいます。
ヒールが細すぎると不安定
に、太すぎると不格好になる
ので、バランスを考えること
が大切です。（古野さん）

先生からは、スーツは体の線
が美しく見えるように、必ず
ジャストサイズのものを選ぶ
ように指導していただきまし
た。（冨髙さん）

大人びた雰囲気を出す時は
首のラインが美しく見える
カットソー、フレッシュさを出
す時はブラウスを着るなど、
インナーを使い分けできるよ
うになりました。（古野さん）

自分らしさがしっかり伝わる、選ばれる写真と文章に！ 

エアラインの書類審査で
は、全身のスナップ写真も
必要です。脚が長く真っす
ぐに見えるように、立ち方
や撮影のアングルを工夫
するなど、プロのカメラマ
ンから直接指導を受ける
貴重な体験でした。
（古野さん）

本番で緊張することなく、自分の魅力を最大限にアピールする！

面接試験 対応力

Check! Check!
就職活動を有利にする資格取得のための対策授業も
バッチリ！
野々村さんの取得資格
サービス介助士検定/サービス接遇実務検定準1級/Word文書処
理技能認定試験3級/Excel表計算処理技能認定試験3級

木山さんの取得資格
サービス介助士検定/サービス接遇実務検定準1級/実用英語技能
検定2級/Word文書処理技能認定試験3級/Excel表計算処理技能
認定試験3級

資格を取るための授業も充実!!Check!

古野 春妃さん
エアラインコース2年生
【大阪府】豊島高校出身

冨髙 愛夏さん
エアラインコース2年生

【兵庫県】武庫之荘総合高校出身

野々村 皐さん
ホテルコース2年生

【滋賀県】愛知高校出身

木山 了輔さん
ホテルコース2年生

【大阪府】藤井寺高校出身

目が大きめの人はオー
ルバックに、丸顔の人は
横分けにすると、より魅
力的になります。

顔のタイプと前髪

エアライン就活の応募写真
では、上の歯が見えている笑
顔が基本です。また、目力が大
事なので、利き目の方から撮
るようにします。（利
き目とは、片目で穴
を覗く時に使う方
の目を指します）

応募写真のコツも徹底指導

メイクセットCheck!

ア
シ
ア
ナ
ネ
ッ
ト

エントリーシート

履歴書

履歴書
記入例

エントリーシート
添削例

添削指導

エアライン業界の主流になっているヘアスタイルです。ポニー
テールにしてから、ネットでまとめるのがとても難しく、マスター
するのに約半年かかりました。（冨髙さん）

就活スーツやエアラインの制服は控えめなものが
多いので、アイメイクは華やかな色を使うのがおす
すめ。エアライン業界でよく使われている「アシアナ
ネット」は、長い髪も簡単にまとめることができます。

POINT
POINT

POINT

ホテルスタッフは、ホテルという舞台に立つ「女優・俳優」です。常
に360度、お客様から見られているという意識を持たなければな
りません。まずは正しい姿勢を覚えて、次に腕の動かし方、目線の
高さ、歩幅の大きさなどの細かな部分を繰り返し練習しましょう。

最初は、書くことが苦手でしたが、
先生の的確な指導のおかげで、文
章の組み立て方を意識して書ける
ように。特に印象に残っているアド
バイスは、「読んだ人が映像としてイ
メージできるくらいに具体的に書く
こと」です。（古野さん） CAは常にお客様から見られる仕事です。最初の授業

で先生から「授業を受けているときの表情が怖い」とい
うご指摘を受け、授業中はもちろん、電車の中でも少し
微笑んでいるくらいでいられるように意識しました。
（冨髙さん）

背筋がまっすぐ伸
びた状態で上半身
を30度前に倒しま
す。ゆっくりと身体
を戻せば丁寧な印
象を与えます。（冨
髙さん）

30度30度

笑顔が少ないと注意される
ことが多かったので、鏡を
前において笑顔を作る練習
をする授業が役立ちまし
た。（木山さん）

OK！

OK！

OK！

NG！

NG！

OK！NG！

NG！

手足の位置で、印象が変化
入学時には猫背で内股でしたが、先生の
アドバイスにより、普段の生活でも「今、
猫背になっていないか」と常に姿勢を意
識するようになり、直すことができました。
（冨髙さん）

受け始めた頃は、面接官の求める答えになっていない
という指摘を受けることが多かったです。それでも先生
のアドバイスに従い、質問の趣旨を考える練習を繰り
返すことで、スムーズな受け答えができるようになりま
した。（冨髙さん）

口角を上げるために割
り箸を加えるレッスンも

面接前にはネクタイが
緩んでいないか確認！

靴用クリームを
使い、やわらか
い布でツヤが出
るまでしっかり
と磨きます。

ウォーキングレッスン

男子の身だしなみの
ポイント

字が下手で自信がなかったのですが、時間をかけて書
けば、それが必ず面接官には伝わると先生に教えていた
だき、心を込めて丁寧に書くことを心掛けました。内容に
ついては、他の人と差が出にくいスポーツ・特技だけで
なく、例えば「ラーメン店巡り」の趣味など、自分独自の
エピソードを入れるようにしました。（木山さん）

自己PRや志望動機の文章を先
生が何度も細かく添削してくだ
さいました。それを繰り返してい
くうちに、自分でも正しい日本語
で文章を作ることができるように
なりました。（野々村さん）

ホテル業界はサービス業で常
にお客様から見られている仕事
です。面接でできなければお客
様にもできないと思われるため、
授業では、常に面接官の向こう
にはお客様がいるということを
忘れないように取り組みました。
（野々村さん）

履歴書・エントリーシート添削

就職活動ノート

姿勢のレッスン

笑顔のレッスン

外資系のホテルでは、外国人の面接官が英語
で面接することも。ネイティブの先生方に面接
練習をしていただいたおかげで、本番でも緊張
することなく話すことができました。
（野々村さん）

英語面接指導
一回目は、全く話すことができませんでした。たくさん
の先生に見ていただき、それぞれ指摘される内容が
異なっていたため、単純に一つのやり方を押し通す
のではなく、柔軟な対応をするようにしました。
（野々村さん）

模擬面接

ECC国際外語の姉妹校、ECCアーティスト
美容専門学校ビューティアドバイザーコース
の講師・2年生がマンツーマンで伝授！

ECC国際外語の姉妹校、ECCアーティスト美容専門学校
モデル・タレントコースの講師が直接レクチャー！

メイクのレッスンでは、眉は離れていると
弱 し々いイメージを持たれやすく、寄って
いると意志が強いイメージになると教えて
いただきました。そこで、たれ目気味のメイ
クで優しさを出しつつ、少し寄せて描いた
眉で芯の強い印象も与えられるようなメイ
クで、面接に臨みました。（野々村さん）

先生からは、甲乙つけがたい場
合、ネクタイを丁寧に結び、靴
を美しく磨いている人が選ばれ
ると教えていただいたので、身
だしなみには気を付けるように
していました。（木山さん）

メイクアップレッスン

採用面接では、入室する時の「失礼いた
します」という第一声で大きな声が出せた
ら、第一印象で明るいイメージを持ってい
ただけるので、声には特に気を配っていま
した。授業では、声のトーン（高さ）や、言
葉の強弱、アクセントの位置によって、伝
わり方が違うことも学び、面接に活かすこ
とができました。（木山さん）

ヴォイストレーニング

OK！

OK！

NG！
NG！

OK！NG！

ウェスティン
ホテル大阪

内定獲
得！！

パーク
ハイアット東京
森ビルホスピタリティ
コーポレーション

内定獲
得！！

身だしなみをサポート スナップ写真講座 お辞儀のレッスン

笑顔レッスン

模擬面接

座り方のレッスン

エントリーシート＆履歴書

志望動機や自己PRをまとめるため
に、まずは自己分析ノートを使って、
自分の強みをアピールできるように
訓練します。先生から何度も添削し
ていただき、書き直していくうちに、
伝わりやすい文章が書けるようにな
りました。（古野さん）

自己分析ノートの添削指導

エアラインメイクの授業

アシアナヘアの授業

JALでCAをしている卒業生が来校！面接で聞かれた質問
や特に気をつけた点、エアライン業界だけの就職スタイ
ルなど、就職活動のリアルな体験を聞くことができます。

学生自らが企画から立ち上げ、実際にカフェを運営します。本物のホテ
ルと同じようにスタッフ一人ひとりの配属部署を決定。役割と責任を
持って取り組むことで、現場で役立つ実践力を身につけます。

先輩CAが来校！
ランチタイムに
面接のコツを伝授！

Close
UP!

エアライン
コース 卒業制作として期間限定カフェ

Café Rapport(カフェラポール）を運営！Close
UP!

ホテル
コース

ホテルコースエアラインコース

知識ナシ！ 自信ナシ！
そんな私でもゼロからのスタートで夢が叶いました！

お客様への対応力を見据えた面接力を身につける！

エアライン 担任　斎藤 晃子先生
●日本エアシステム（ＪＡＳ）
●日本航空インターナショナル（ＪＡＬ）
　 国際線チーフキャビンアテンダント

ホテル 担任   前川 菜緒子 先生
●ハイアット リージェンシー 大阪
●ハイアット リージェンシー 京都
●セントレジスホテル大阪

ホテル 担任   渡邉 航 先生
●ウェスティンホテル大阪●CKTS（外資系エアハンドリング会社）

●キャセイパシフィック航空
　グランドスタッフ

エアライン 担任　工藤 愛先生

姿勢から歩幅まで繰り返し練習

スカイマーク

ザ・リッツ・
カールトン大阪

（那覇空港・ANAグランドスタッフ）
ANA沖縄空港に

12名内定！
中尾さん 東百舌鳥高校出身
谷尾さん 大阪学院大学高校出身
休さん 桜塚高校出身
大坪さん 大冠高校出身
大谷さん 神戸学院大学出身
岩本さん 相愛高校出身

長元さん 芥川高校出身
杉橋さん 花園高校出身
錦織さん 宝塚高校出身
木村さん 関西外国語大学短期大学部出身
大田さん 山城高校出身
田中さん 福崎高校出身

（伊丹空港・JALグランドスタッフ）
JALスカイ大阪に

9名内定！
休さん 桜塚高校出身
冨髙さん 武庫荘総合高校出身
大塚さん 枚方高校出身
前川さん 八尾北高校出身
多田さん 松蔭高校出身

坂口さん 大阪学院大学高校出身
錦織さん 宝塚高校出身
湯浅さん 葺合高校出身
大田さん 山城高校出身

（成田国際空港/羽田空港・JALグランドスタッフ）
JALスカイに

5名内定！
山本さん 磯城野高校出身
渡邉さん 京都学園高校出身
和泉さん 大阪市立高校出身

田中さん 福崎高校出身
今村さん 伊丹高校出身

（関西国際空港・ANAグランドスタッフ）
ANA関西空港に

5名内定！
中尾さん 東百舌鳥高校出身
堀口さん 東百舌鳥高校出身
大坪さん 大冠高校出身

太田さん 札幌新川高校出身
竹内さん 大阪薫英女学院高校出身

（グランドスタッフ）
スカイマークに

6名内定！
澤田さん 柴島高校出身
原さん 門真なみはや高校出身
古野さん 豊島高校出身

綿村さん 笠田高校出身
池田さん 久米田高校出身
コックスさん 夢前高校出身

（伊丹空港・ANAグランドスタッフ）
ANA大阪空港に

5名内定！
門前さん 兵庫工業高校出身
白井さん 北条高校出身
吉田さん 阪南高校出身

杉橋さん 花園高校出身
片岡さん 橿原高校出身

ＡＮＡ成田エアポートサービス
阿部さん 大阪国際大学出身

ＡＮＡエアサービス松山
西村さん 飯山高校出身

JALスカイエアポート沖縄
阿部さん 大阪国際大学出身

ウェスティンホテル東京
森内さん 京都明徳高校出身

ウェスティンホテル大阪
村井さん 南砺福光高校出身
木山さん 藤井寺高校出身
村上さん 関西外国語大学短期大学部出身

帝国ホテル大阪
須藤さん 西条高校出身
岡本さん 茨木西高校出身

ホテルニューオータニ
東京
徳永さん 吹田高校出身

ミリアルリゾートホテルズ
大西さん 堺西高校出身

マンダリン
オリエンタル東京
西野さん 莵道高校出身

パークハイアット東京
野々村さん 愛知高校出身

ハイアットリージェンシー
京都
溝口さん 笠田高校出身

神戸メリケンパーク
オリエンタル
讃井さん 明石南高校出身

阪急阪神ホテルズ
丸山さん 吹田東高校出身

インターコンチネンタル
ホテル大阪
黒岡さん 長野高校出身

ハイアットリージェンシー
大阪
岡田さん

ハレクラニ沖縄
平山さん 汎愛高校出身
窪田さん 金沢商業高校出身
唄さん 守口東高校出身

浦安ブライトンホテル
中村さん 貝塚南高校出身

伊藤さん 長野高校出身
福永さん 港高校出身

ホテルコース

キャビンアテンダントに12名内定！

前田さん 枚方なぎさ高校出身
多田さん 松蔭高校出身
植田さん りんくう翔南高校出身
中本さん 網干高校出身
寺浦さん 明浄学院高校出身

太田さん 札幌新川高校出身
中原さん 千里青雲高校出身
錦織さん 宝塚高校出身
木村さん 関西外国語大学短期大学部出身
湯浅さん 葺合高校出身

（中部国際空港・JALグランドスタッフ）
ドリームスカイ名古屋に

10名内定！

エアラインコース アジア言語コース

ホテルユニバーサルポート
德廣さん 咲くやこの花高校出身

アバン
中田さん 淀商業高校出身

ABCマート
正木さん 淀商業高校出身

ホテル・アゴーラ
リージェンシー堺
Mさん 農芸高校出身

ホテル・アゴーラ
大阪守口
Kさん 吹田高校出身

阪急阪神ホテルズ
Eさん 宝塚東高校出身

ANAクラウンプラザホテル
原田さん 神戸野田高校出身

国際ビジネスコース

トラベルコース

総合英語コース

ヤマトグローバル
ロジスティクスジャパン
大志田さん 山形市立商業高校出身
山岡さん 立命館守山高校出身

JALカーゴサービス
山口さん 摂津高校出身

日本通運
柴田さん 武庫川女子大学短期大学部出身

エイチ・アイ・エス
中田さん 宝塚東高校出身
寺岡さん 門真西高校出身

セイハネットワーク
花本さん 千里青雲高校出身

日本通運
猪野さん 大阪国際滝井高校出身
Kさん 大阪成蹊短期大学出身

フォーザウィン
山内さん 岸和田市立産業高校出身

ホテルグランヴィア京都
杉井さん 東大谷高校出身
髙橋さん 笠田高校出身

大阪マリオット
都ホテル
大泉さん 守口東高校出身
小林さん 大阪ビジネスフロンティア高校出身

アイドゥー
大森さん 大阪商業大学堺高校出身

シェラトン都ホテル大阪
石原さん 渋谷高校出身

ＡＮＡ関西空港
藤原さん 高島高校出身

ウェスティンホテル大阪
藤原さん 高島高校出身

ジャヴァコーポレーション
川本さん

語学留学コース

ホテルニューアワジ
Oさん 兵庫県播磨高校出身

フォーザウィン
大島さん 遊学館高校出身

グランヴィア京都
三田さん 大塚高校出身

アゴーラ・ホテル
マネジメント堺
檜垣さん 吹田高校出身

ホテル近鉄
ユニバーサルシティ
栗比さん 高山西高校出身

共立メンテナンス
米村さん 二階堂高校出身

ゲオホールディングス
堤中さん 咲洲高校出身

内定速
報201

8年度

王さん 松江商業高校出身
澤田さん 柴島高校出身
谷尾さん 大阪学院大学高校出身
古野さん 豊島高校出身
冨髙さん 武庫荘総合高校出身
大坪さん 大冠高校出身
大塚さん 枚方高校出身
堀口さん 東百舌鳥高校出身
木村さん 関西外国語大学短期大学部出身
中原さん 千里青雲高校出身
湯浅さん 葺合高校出身

Peach
Aviation
大谷さん 神戸学院大学出身

国際外語なら、こんなことも経験できる！

※順不同 一部抜粋
※2019年3月卒業予定者の
2018年5月16日現在の就職内定状況
※個人情報保護の観点から、掲載に
了承した学生のみ紹介しています。
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